
秋田産保発第 9 号 

令和４年２月 22 日 

 

 事業主  各位  

 

独立行政法人労働者健康安全機構  

秋田産業保健総合支援センター  

所長  佐藤  家隆  

（公印省略）  

 

令和４年度秋田産業保健総合支援センター研修計画のご案内

及びメールマガジンのご登録について（お願い）  

 

時下、益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。  

日頃より、当センターの事業運営につきまして格別のご高配を賜り厚くお礼申

し上げます。  

 さて、当センターでは、労働者の方々が健康で安心して働ける職場づくりを支

援するために、事業主や産業保健に携わる方々に対して無料で各種支援を行って

おります。  

 このたび、当センターの令和４年度の産業保健研修計画を策定したことから、

別添のとおり研修案内をご送付いたしました。  

 ぜひ、ご参加くださいますようお願い申し上げます。  

なお、誠に勝手ながら文書によるご案内は今回が最後となります。  

今後は、メールマガジン（毎月発行）及び当センターホームページでのご案内

となりますので、この機会にメールマガジンのご登録をよろしくお願い申し上げ

ます。  

  申込方法は下記のとおりです。  

記  

 

１  研修の申込方法   

Web（当センターホームページの「研修のご案内」よりお申し込み。）  

         

２  メールマガジンの申込方法  

Web（当センターホームページの「お問い合わせ」よりお申し込み。）  

 

 ※当センターのホームページは秋田産保センターで検索いただくか、以下の

URL 等からお入りください。  

         https://www.akitas.johas.go.jp/    

 

 

なお、本研修は無料で、どなたでも受講いただけます。  



月 日 曜日 開始 終了 研修の種別 テーマ
講師

(敬称略)
肩書 市町

4 13 水 13:30 16:30 カウンセリング研修 職場のメンタルヘルス～傾聴技法の基本を学ぶ 寺田誠
寺田心理教育研究所
所長

秋田

4 18 月 14:00 16:00 産業保健セミナー フィットテストの実施について 斉藤元一
斉藤産業衛生事務所
所長

大仙

4 21 木 13:30 16:30 カウンセリング研修
職場のメンタルヘルス「ダイバーシティ（多様性）を尊重する快
適職場づくり」～尊重する：肯定し受け入れる～

阿部洋子
日本産業カウンセラー協
会　産業カウンセラー

横手

4 27 水 14:00 16:00 産業保健セミナー
ストレスチェック集団分析を活用した職場環境改善－職場の
ストレス状態をどう読み解くか－

保坂雅和
日本産業カウンセラー協
会　産業カウンセラー

大館

5 11 水 13:30 16:30 カウンセリング研修
職場のメンタルヘルス～メンタル不調者の早期発見・早期対
処について⁉

寺田誠
寺田心理教育研究所
所長

北秋田

5 19 木 13:30 16:30 カウンセリング研修
職場のメンタルヘルス「ダイバーシティ（多様性）を尊重する快
適職場づくり」～尊重する：肯定し受け入れる～

阿部洋子
日本産業カウンセラー協
会　産業カウンセラー

大仙

5 20 金 14:00 15:30 産業保健セミナー
知っておきたい粉じん障害への備え ～粉じんの性質と対策に
ついて～

林滋生
秋田大学大学院理工学
研究科　教授

WEB

5 23 月 14:00 16:00 産業保健セミナー
ひとつずつ、すこしずつ、ホントにわかるメンタル疾患からの職
場復帰支援　前編

佐藤和裕
さとう産業医事務所合同
会社 代表社員

秋田
WEB

5 25 水 13:30 16:30 カウンセリング研修
職場のメンタルヘルス～人間関係をつくるアサーティブコミュ
ニケーション

寺田誠
寺田心理教育研究所
所長

湯沢

6 3 金 14:00 16:00 産業保健セミナー
ストレスチェック集団分析を活用した職場環境改善－職場の
ストレス状態をどう読み解くか－

保坂雅和
日本産業カウンセラー協
会　産業カウンセラー

WEB

6 6 月 14:00 16:00 産業保健セミナー
職場のメンタルヘルス
～ハラスメント対策について～

関雅幸
関労働安全コンサルタン
ト　代表

大館

6 7 火 14:00 16:00 産業保健セミナー メンタル不調による休職者への職場復帰支援～基本・基礎～ 目黒千恵
秋田障害者職業センター
障害者職業カウンセラー

秋田

6 8 水 13:30 16:30 カウンセリング研修
職場のメンタルヘルス～メンタル不調者の早期発見・早期対
処について⁉

寺田誠
寺田心理教育研究所
所長

仙北

6 10 金 13:30 16:30 カウンセリング研修
職場のメンタルヘルス「ダイバーシティ（多様性）を尊重する快
適職場づくり」～尊重する：肯定し受け入れる～

阿部洋子
日本産業カウンセラー協
会　産業カウンセラー

秋田

6 17 金 14:00 16:00 産業保健セミナー 熱中症の予防について 石山智子
秋田環境測定センター
(株)

WEB

6 23 木 14:00 16:30 カウンセリング研修
ストレス対策に役立つ、『バウンダリー』～職場で必要な人間
関係の境界線

浅沼知一 臨床心理士 湯沢

6 27 月 14:00 16:00 産業保健セミナー 高齢者の安全と健康の確保（エイジフレンドリー）について 斉藤元一
斉藤産業衛生事務所
所長

WEB

6 28 火 14:00 16:00 産業保健セミナー 熱中症の予防について 石山智子
秋田環境測定センター
(株)

北秋田

6 29 水 14:00 16:00 産業保健セミナー
過重労働による健康障害防止対策について
～担当者が知っておくべき過労死等の知識～

関雅幸
関労働安全コンサルタン
ト　代表

本荘

6 30 木 14:00 16:00 産業保健セミナー
メンタルヘルスの基礎
～新任担当者の皆さんへ～

関雅幸
関労働安全コンサルタン
ト　代表

能代

7 4 月 14:00 15:30 産業保健セミナー 外来で良く診る腰痛疾患 千葉光穂 秋田労災病院 大館

7 5 火 13:30 16:30 カウンセリング研修
職場のメンタルヘルス「ダイバーシティ（多様性）を尊重する快
適職場づくり」～尊重する：肯定し受け入れる～

阿部洋子
日本産業カウンセラー協
会　産業カウンセラー

湯沢

7 6 水 13:30 16:30 カウンセリング研修
職場のメンタルヘルス～相談場面の具体的な進め方につい
て

寺田誠
寺田心理教育研究所
所長

秋田

7 14 木 13:00 14:30 産業保健セミナー 熱中症とその対策について ～成因と発症時の対処・予防～ 照井哲 仙南診療所　院長 横手

7 15 金 14:00 16:00 産業保健セミナー
ＳＤＳ（安全データシート）の見方　～新しい化学物質管理に向
けて～

遠藤彰
秋田環境測定センター
(株)

WEB

7 20 水 14:00 16:00 産業保健セミナー
ストレスチェック集団分析を活用した職場環境改善－職場の
ストレス状態をどう読み解くか－

保坂雅和
日本産業カウンセラー協
会　産業カウンセラー

WEB

7 26 火 14:00 16:00 産業保健セミナー メンタル不調による休職者への職場復帰支援～基本・基礎～ 目黒千恵
秋田障害者職業センター
障害者職業カウンセラー

大館

8 4 木 13:00 14:30 産業保健セミナー
健康診断の事後措置について　～個人及び企業の健康の保
持増進～

照井哲 仙南診療所　院長 大仙

8 23 火 14:00 15:30 産業保健セミナー
職場のメンタルヘルス ～ コロナ禍におけるストレスケアにつ
いて

伏見雅人
秋田大学保健管理セン
ター 所長

WEB

8 24 水 13:30 16:30 カウンセリング研修 職場のメンタルヘルス～傾聴技法の基本を学ぶ 寺田誠
寺田心理教育研究所
所長

大仙

8 26 金 14:00 16:00 産業保健セミナー 中小企業における化学物質管理の要点 鈴木捷策
鈴木労働安全衛生コン
サルタント事務所　所長

WEB

8 29 月 14:00 16:00 産業保健セミナー
メンタルヘルスの基礎
～新任担当者の皆さんへ～

関雅幸
関労働安全コンサルタン
ト　代表

WEB

令和4年度 研修業務計画予定表(*予定を変更することがあります) 秋田産業保健総合支援センター



月 日 曜日 開始 終了 研修の種別 テーマ
講師

(敬称略)
肩書 市町

9 2 金 13:30 16:30 カウンセリング研修
職場のメンタルヘルス「ダイバーシティ（多様性）を尊重する快
適職場づくり」～尊重する：肯定し受け入れる～

阿部洋子
日本産業カウンセラー協
会　産業カウンセラー

本荘

9 6 火 14:00 16:00 産業保健セミナー
労働衛生保護具の解説　～保護具を使用する際に知っておき
たいこと～

遠藤彰
秋田環境測定センター
(株)

WEB

9 12 月 14:00 16:00 産業保健セミナー 健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置について 佐藤和裕
さとう産業医事務所合同
会社 代表社員

秋田
WEB

9 14 水 13:30 16:30 カウンセリング研修
職場のメンタルヘルス～人間関係をつくるアサーティブコミュ
ニケーション

寺田誠
寺田心理教育研究所
所長

大館

9 22 木 14:00 16:30 カウンセリング研修
ストレス対策に役立つ、『バウンダリー』～職場で必要な人間
関係の境界線

浅沼知一 臨床心理士 秋田

9 28 水 14:00 16:00 産業保健セミナー
ストレスチェック集団分析を活用した職場環境改善－職場の
ストレス状態をどう読み解くか－

保坂雅和
日本産業カウンセラー協
会　産業カウンセラー

大仙

10 3 月 14:00 16:00 産業保健セミナー 職場における化学物質等の管理のあり方 森洋
秋田環境測定センター
(株)　代表取締役

秋田
WEB

10 5 水 13:30 16:30 カウンセリング研修 職場のメンタルヘルス～傾聴技法の基本を学ぶ 寺田誠
寺田心理教育研究所
所長

能代

10 11 火 14:00 15:30 産業保健セミナー 職場におけるハラスメント防止について 伏見雅人
秋田大学保健管理セン
ター 所長

WEB

10 14 金 14:00 16:00 産業保健セミナー フィットテストの実施について 斉藤元一
斉藤産業衛生事務所
所長

大館

10 19 水 14:00 16:00 産業保健セミナー 労働災害と労働衛生の動向について 鈴木捷策
鈴木労働安全衛生コン
サルタント事務所　所長

WEB

10 20 木 13:30 16:30 カウンセリング研修
職場のメンタルヘルス「ダイバーシティ（多様性）を尊重する快
適職場づくり」～尊重する：肯定し受け入れる～

阿部洋子
日本産業カウンセラー協
会　産業カウンセラー

仙北

10 21 金 14:00 15:30 産業保健セミナー
知っておきたい局所排気装置の基本 ～効果的な排気のため
の指針と設計の基礎～

林滋生
秋田大学大学院理工学
研究科　教授

WEB

10 24 月 14:00 16:00 産業保健セミナー
ストレスチェック集団分析を活用した職場環境改善－職場の
ストレス状態をどう読み解くか－

保坂雅和
日本産業カウンセラー協
会　産業カウンセラー

WEB

10 26 水 13:30 16:30 カウンセリング研修
職場のメンタルヘルス～メンタル不調者の早期発見・早期対
処について⁉

寺田誠
寺田心理教育研究所
所長

秋田

10 27 木 14:00 16:30 カウンセリング研修
ストレス対策に役立つ、『バウンダリー』～職場で必要な人間
関係の境界線

浅沼知一 臨床心理士 本荘

11 1 火 14:00 16:00 産業保健セミナー メンタル不調による休職者への職場復帰支援～基本・基礎～ 目黒千恵
秋田障害者職業センター
障害者職業カウンセラー

横手

11 4 金 14:00 16:00 産業保健セミナー
職場のメンタルヘルス
～ハラスメント対策について～

関雅幸
関労働安全コンサルタン
ト　代表

大館

11 7 月 14:00 16:00 産業保健セミナー
ひとつずつ、すこしずつ、ホントにわかるメンタル疾患からの職
場復帰支援　後編

佐藤和裕
さとう産業医事務所合同
会社 代表社員

秋田
WEB

11 16 水 13:30 16:30 カウンセリング研修
職場のメンタルヘルス～人間関係をつくるアサーティブコミュ
ニケーション

寺田誠
寺田心理教育研究所
所長

本荘

11 25 金 14:00 16:00 産業保健セミナー
ストレスチェック集団分析を活用した職場環境改善－職場の
ストレス状態をどう読み解くか－

保坂雅和
日本産業カウンセラー協
会　産業カウンセラー

WEB

11 28 月 14:00 16:00 産業保健セミナー フィットテストの実施について 斉藤元一
斉藤産業衛生事務所
所長

WEB

12 2 金 14:00 16:00 産業保健セミナー
過重労働による健康障害防止対策について
～担当者が知っておくべき過労死等の知識～

関雅幸
関労働安全コンサルタン
ト　代表

WEB

12 5 月 14:00 16:00 産業保健セミナー 改正ＴＨＰ指針について 斉藤元一
斉藤産業衛生事務所
所長

WEB

12 7 水 13:30 16:30 カウンセリング研修
職場のメンタルヘルス～相談場面の具体的な進め方につい
て

寺田誠
寺田心理教育研究所
所長

横手

1 18 水 14:00 16:00 産業保健セミナー
メンタルヘルスの基礎
～新任担当者の皆さんへ～

関雅幸
関労働安全コンサルタン
ト　代表

WEB

1 25 水 14:00 16:00 産業保健セミナー 受動喫煙防止対策について 鈴木捷策
鈴木労働安全衛生コン
サルタント事務所　所長

WEB

3 2 木 14:00 16:00 産業保健セミナー 職場で発生する傷病者への緊急対応について（仮題） 鈴木明文
秋田県立病院機構 理事
長

秋田

3 6 月 14:00 16:00 産業保健セミナー
職場のメンタルヘルス
～ハラスメント対策について～

関雅幸
関労働安全コンサルタン
ト　代表

WEB
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